平成２３年度事業報告書

平成２４年５月

社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会

平成２３年度事業報告

平成２３年度は西区社会福祉協議会第 2 次地域福祉活動計画中間年（3 年目）とし
て、計画に基づき事業を推進するとともに、名古屋市が進める事業の公募、施設の指
定管理に対して、積極的に対応してまいりました。
また、未曽有の被害をもたらした「東日本大震災」に対しましても、組織を挙げて
支援を進めました。
本会が設置・運営する西区在宅サービスセンターでは、在宅福祉サービスと地域に
おける福祉活動を総合的に推進する拠点としての機能を充分に発揮できるよう、運営
体制の整備を行うとともに、区役所、保健所と同じ施設にあることの強みを活かし、
区民の皆様にはワンストップサービスを心がけるとともに、協働した事業に取組みま
した。
地域福祉推進事業では、地域福祉推進の母体となります地域福祉推進協議会の支援
を通して、高齢者ふれあい給食会を始め、さまざまな事業に地域でお取り組みいただ
いた他、推進協議会活性化メニューの活用を通して、ふれあいネットワーク活動やサ
ロンの普及拡大に努めました。
また、新規事業として、名古屋市から受託する名古屋市社会福祉協議会と協力し、
地域福祉推進協議会を実施主体とした「名古屋市シルバーパワーを活用した地域力再
生事業及び地域福祉推進協議会活動活性化支援試行事業」を実施いたしました。
城西学区・榎学区・山田学区の３学区において、地域が抱える様々な課題を地域の
支え合いにより解決すること、並びに団塊の世代等シルバー世代の地域福祉活動への
参加促進に取り組みました。
高齢者支援につきましては、平成 23 年度から名古屋市より実施団体として選定さ
れました「高齢者はつらつ長寿推進事業」において、高齢者の介護予防と自発的な社
会参加への促進に取り組みました。
また、いきいき支援センターでは、従来の総合相談支援業務や、要支援・要介護に
陥るリスクの高い高齢者の把握や、介護予防ケアプラン作成などを行う介護予防マネ
ジメント事業を、保健所等と連携して行いました。また、認知症の家族教室など認知
症高齢者を介護する家族支援事業や、地域福祉推進協議会の協力により、地域での認
知症サポーター養成講座を実施するとともに、認知症専門部会を中心に「認知症講演
会」や「も～やっこ福祉フェスティバル～みんなで支える認知症」を開催し、区民の
皆様に認知症に対する理解を深めていただきました。
子育て支援につきましては「西区子育て支援会議」を、関係機関・団体とともに引
き続き開催し、事務局として取り組みました。今年度は、新たに「子育てフリマ２０
１２」を開催し多くの方々に楽しんでいただきました。また、子育てサロン「にしっ
こひろば″もこもこ″」は、毎回多くの親子に参加いただいており、運営団体の一つ
として、より一層の充実を図りました。
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ボランティア活動の普及につきましては、幅広い年齢層の人がボランティアに参加
できるように「ボランティア入門講座」を新たに開催するとともに、「西区ボランテ
ィアのつどい」も例年に引き続き開催いたしました。
両事業とも、ボランテイア連絡協議会の活性化と併せ、西区ボランティア連絡協議
会と共催する中で実施し、区内のボランティア活動の育成・振興に努めました。
また、福祉教育におきましても小中学校の総合学習や地域でのイベント等のなかで
行われている「高齢者疑似体験」「盲導犬歩行体験」「車いす体験」等の福祉体験につ
きましては、インストラクター等ボランティアの派遣調整を行いました。
さらに、区内社会福祉施設，西区ボランティア連絡協議会等の協力を得て毎年行っ
ています「サマーボランティアスクール」を夏休み期間中に行い、中・高校生に参加
していただきました。
一方、災害対策の推進におきましては、「東日本大震災」の支援として 3 名の職員
を現地に派遣するとともに、共同募金会を通じて義援金の募集も積極的に行いました。
また、防災ボランティアとともに、地域でボランティアを受け入れる力＝受援力を
高めるため学区での自主防災訓練にも参加いたしました。
障がい者支援につきましては、当事者団体の支援と合わせ「西区の福祉を盛り上げ
隊」に参加し、障がい者福祉の推進を図りました。
社協の財源基盤となる賛助会費、赤い羽根共同募金運動にも積極的に取り組み、赤
い羽根共同募金におきましては、助成金による公開プレゼンテーション事業に取り組
み、区内でのボランティア・NPO 活動を支援するとともに、共同募金への理解を深
めていただきました。
西区介護保険事業所として実施しています介護保険事業は、居宅介護支援事業は一
層質の高いサービスに努めました。また訪問介護事業は「介護予防訪問介護」、
「障害
者ホームヘルプ」を充実し、より一層質の高いサービスの実施に努めました。
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Ⅰ. 社会福祉協議会の運営
１．理事会・評議員会の開催
事 項
開催月日
第５４回理事会
平成２３年５月２３日

開催場所
西区在宅
サービス
センター
研修室

内
容
顧問の選任・評議員の選任・平成２２年
度事業報告、決算・名古屋市西児童館、
天神山福祉会館の運営における指定管
理申請に向けての基本方針について
出席
理事１３名 監事 2 名
役員の選任・平成２２年度事業報告、決
算・理事会議決事項の報告
出席 27 名
評議員の一部改選・会員制度の一部改
正・事業実施状況の報告
出席 理事１４名 監事 2 名

第４７回評議員会

平成２３年５月２３日

西区役所
講堂

第５５回理事会

平成２３年１２月２２日

西区在宅
サービス
センター
研修室
西区役所 役員の一部改選・理事会議決事項の
講堂
報告
出席 ３５名

第４８回評議員会

平成２３年１２月２２日

第５６回理事会

平成２４年３月２２日

西区在宅
サービス
センター
研修室

第４９回評議員会

平成２４年３月２２日

西区役所
講堂

平成２３年度補正予算・定款の一部改
正・諸規程の一部改正・平成２４年度事
業計画、予算・名古屋市高齢者はつら
つ長寿推進事業受託契約の締結・名
古屋市西児童館・天神山福祉会館の
管理業務に関する協定書の締結・名古
屋市天神山福祉会館における福祉避
難所の指定に関する協定書の締結
出席 １４名 監事２名
平成２３年度補正予算・定款の一部改
正・平成２４年度事業計画、予算・理事
会議決事項の報告
出席 ３４名

２．会員・賛助会員加入の促進
地域福祉活動の貴重な財源となる賛助会費の加入促進に努めています。
事
項
摘
要
加入の状況

一般会費：３０件２７５，５００円
賛助会費（個人：４，２６８口
４，２６８，３４０円
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法人・団体：１件）
５，０００円

３．寄付
事

項

寄付の状況

摘

要

寄付金：計１，２０７，６５８円
（法人・団体１１件１，１７７，６５８円／個人１件３０，０００円）
物 品：計２７，５００円
（葉書、法人：１件）
その他指定寄付金：３４４，８００円
（法人：５件３４４，８００円）

Ⅱ．在宅サービスセンターの運営

在宅福祉サービスと地域における福祉活動を総合的に推進するための拠点となる「在
宅サービスセンター」を区民の皆さまにとって利用しやすく、親しみの持てる施設となるよ
うな運営に努めました。
平成２３年度利用実績 （延べ回数、延べ人数）
研修室・調理室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ
点訳室
録音室
合計
利用回数
２２２回
１０４回
２４回
１２４回
４７４回
利用人数
３，８８２人
６１４人
１１８人
４２６人
５，０４０人

Ⅲ．地域福祉部門

１．第２次地域福祉活動計画の推進
（１）も～やっこ福祉フェスティバルの開催（第２次計画№5）
より多くの区民の方に認知症についての理解を深めていただき、地域の福祉に参画して
いただくことを目指して、区役所、保健所等関係機関と連携して、「も～やっこ福祉フェスティ
バル」を開催しました。
来場者約１８０人 内容：認知症講演会、認知症サポーター交流会、認知症チェックカフェ
など
（２）自主財源の検討（第２次計画№１１）
愛知県共同募金会の助成金を活用した、公開プレゼンテーションを実施し、ボランティア
活動や NPO 支援と併せて、共同募金の有効な使い道などを広く周知することにより、区民の
皆さまのご理解・ご協力を得られるように努めました。
・助成団体 ７団体

助成額 ３０９，３６０円
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２．地域福祉活動
(1)地域福祉推進協議会活動支援
・「活性化メニュー事業」（第２次計画№１）
より多くの区民の皆さまが福祉活動へ参加するきっかけを増やし、地域における福祉
活動の活性化を図るため、地域福祉推進協議会に対する「メニュー事業」を実施しまし
た。
（１５学区、２９事業に助成）
① ふれあいネットワーク事業実施学区（３学区、３事業）
枇杷島、比良、浮野
② サロン事業実施学区（１５学区、２６事業）
那古野、幅下、江西、栄生、枇杷島（２事業）、児玉（2 事業）、上名古屋、庄内（3 事業）
稲生(5 事業)、山田、比良（2 事業）、大野木（2 事業）、浮野（2 事業）、比良西、中小田井
「活性化メニュー事業」実施状況（事業数）
学区
ふれあいネットワーク活動
サロン事業
那古野
１
幅下
１
江西
１
栄生
１
枇杷島

１

２

児玉

２

上名古屋

１

庄内

３

稲生

５

山田

１

比良

１

２

大野木
浮野
比良西
中小田井
合計

２
１

２

３

１
１
２６
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サロン名
ちっちゃいものクラブ
幅下ちっちゃいものクラブ
ちっちゃいものクラブ江西分室
ウォームハート友遊
・ひまわり会
・びほほ会
・こだまっこ
・ほっとサロン
・上名古屋会館「文化教室」
・ふれあい手作り教室（2 事業）
・子育て相談教室
・天塚町四丁目南部町内会いき
いきふれあいサロン
・育児サークルふれあい広場
・キラキラキッズ
・ふれあい広場“ベビーサロン”
・サロンはるか
あやめ会
・ひらひらっ子
・子育てひろばいろいろ
・ふれあいサロン大野木
・育児サークルキャンディー
・うきうきキッズ
・いきいきサロンわいわい
ひらひらっ子
おたいっこ

(2)ふれあい給食サービス
実施１７団体の活動を助成、支援しました。
「ふれあい給食サービス実施状況」
会
食
学区
実施回数
参加延べ人数
江西
12
165
城西
6
368
榎
4
272
南押切
10
789
栄生
10
665
枇杷島
12
680
児玉
8
742
上名古屋
11
704
庄内
5
191
稲生
8
306
山田
10
467
平田
10
485
比良
9
214
大野木
9
529
浮野
11
470
比良西
12
786
中小田井
6
298
合計
153
8,131

配

食
参加延べ人数

実施回数

1

157

5
2

899
456

1

60
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1,572

（３）名古屋市シルバーパワーを活用した地域力再生事業及び地域福祉推進協議会活
動活性化支援試行事業の実施
西区内の実施３学区（城西学区・榎学区・山田学区）の状況 （平成 24 年 3 月 31 日現在）
城西
榎
山田
活用連絡会回数

８回

９回

７回

個別支援事業

「城西猫の手貸し隊」
平成 24 年 1 月～

「榎ちょこっとお助け隊」
平成 23 年 12 月～

「山田こまりごとお助け事業」
平成 24 年 1 月～

ボランティアポ
イント認定事業

７事業（主に学区事業）

９事業（主に学区事業）

６事業（主に学区事業）

還元ポイント数

２１３ポイント

２４３ポイント

１３９ポイント

ボランティア
登録者数

６６人

４０人

１０４人

地域活動推進
員配置日時・
場所

毎週月・木曜日
９時～１２時及び
１３時３０分～１６時３０分
城西コミュニティセンター
２人体制

毎週月曜日 ９時～１２時
毎週木曜日 １３時～１６時
榎コミュニティセンター
２人体制
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毎週火曜日 ９時～１２時
毎週金曜日 ９時～１２時
山田コミュニティセンター
３人体制

・西区協働ネットワーク研修の実施
地域住民やボランティア、NPO 等の関係団体との協働を目的に研修会を開催しました。
平成２４年２月２８日（火）[西区役所複合施設・第 2 会議室] １７名
３．ボランティア活動の育成・振興
（１）ボランティアセンターの運営
・ボランティア相談、派遣調整の実施

592 件

（２）ボランティア活動活性化事業
・「西区ボランティア連絡協議会」育成・支援（第２次計画№２）
・「西区ボランティアのつどい」開催
(西区ボランティア連絡協議会と共催・第２次計画№２)
平成 24 年 3 月 10 日(土) [西区役所等複合施設講堂・在宅サービスセンター] ２5０名
・ボランティア入門講座「はじめてみよう！ボランティア」の開催（第２次計画№２・６）
ボランティアの新たな担い手を発掘するため、ボランティアについての基本的な知
識・心構えなどを学ぶボランティア入門講座をボランティア連絡協議会と共催で開催
しました。（高齢者はつらつ長寿推進事業はつらつサポーター養成講座の第１回と
合同で開催）
平成 23 年 9 月 30 日(金) [在宅サービスセンター研修室] 参加者 29 名
(３)福祉教育の推進（第２次計画№７）
・「福祉体験学習」の支援
学校等からの依頼により高齢者疑似体験、盲導犬歩行体験、車いす体験等のインス
トラクター派遣調整を行いました。
31 件 延べ 84 名派遣
(４)サマーボランティアスクール（第２次計画№５･６）
中・高校生対象に、福祉の現場を体験する機会の提供を行いました。
8 月 2 日～8 月 26 日 9 施設協力 15 名参加
(５)災害ボランティアセンターの運営協力
・学区自主防災訓練への参加（3 学区）
10 月 9 日(日) 榎学区自主防災訓練へ災害ボランティアコーディネーター6 名参加
11 月 6 日（日） 山田学区自主防災訓練へ災害ボランティアコーディネーター8 名参加
11 月 13 日（日） 城西学区自主防災訓練へ災害ボランティアコーディネーター9 名参加
・ボランティアネットワークづくりの支援
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとの打合会を定期的に開催しました。
・被災地復興支援活動パネル展示（11 月 28 日～12 月 4 日 西区役所も～やっこ広場）
（６）ボランティア保険加入促進
・活動保険加入 グループ 87（1,950 人）個人 89 人
・行事用保険

355 件
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４．児童福祉事業
(1)子育て支援
①子育て支援会議（第２次計画№３）
区社協が事務局となり、保健所、保育園、児童館等子育て支援機関と連携協力して、
小地域を対象とした子育て支援事業を実現するネットワークづくりを推進しました。
月１回 12 回開催
②子育てサロン（にしっこひろばもこもこ）
子育て支援会議参加機関が分担して企画運営しました。
ｱ.毎週金曜日午前 [西児童館体育室]
３６回実施、延べ１，４９３名参加
ｲ.毎週月曜日午前 [山田支所講堂]
３７回実施、延べ６，３５１名参加
ｳ.毎週水曜日午前 [枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ]
３８回実施、延べ６，５４６名参加
③ 子育て情報誌「ぽかぽか２０１１」の発行 ２，６００部
(2)子ども会育成
・ジュニアリーダー養成講座助成
・学区安全委員研修会助成
・学区子ども会夏季事業助成
・西区子連総会開催助成
・西区指導者研修会・理事研修会助成
・子ども会・中学生ソフトボール大会助成
・綱引き大会助成
・学区子ども会事業活動振興助成
・学区子ども会連合会事業助成
・新規子ども会旗作成経費助成
(3)保育園援護
・保育園連合会研修助成
・民間保育園連合会科学館見学事業助成
・区子育て広場助成
・区子育て支援事業助成
・民間保育園連合会巡回人形劇の事業助成
・保育士会研修助成
・民間保育園設備補助
・卒園児記念品支給事業
(4)留守家庭児童育成支援他
・区学童保育連絡協議会スポーツ大会・球技大会開催助成
・学童保育所医薬品引換券支給・消火器支給事業
・区少年補導委員会助成
・区青少年育成区民大会助成
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５．高齢者福祉事業
(１)高齢者はつらつ長寿推進事業
閉じこもりがちで健康に不安を持つ高齢者等に、地域の施設において介護予防的な
プログラムを提供することにより、心身機能の低下を防止し、仲間づくりや社会参加を促
進することを目的とするもの。地域のボランティア等と協働しながら地域ぐるみで介護予
防を推進しました。
実施場所：区内コミュニティセンター等 ８ヶ所
実施時間：週１回、２時間 (10～12 時、13 時 30 分～15 時 30 分の 1 日２会場)
定
員：各会場２０名程度
内
容：介護予防体操やレクリエーションなど
高齢者はつらつ長寿推進事業実績 (平成２３年４月～２４年 3 月)
実施日数 延参加人数
実施会場
実施日
会 場
(日)
(人)
榎コミュニティセンター
榎
４７
６７２ 月曜午前
庄内
４７
９３７ 月曜午後 庄内消防団詰所会議室
栄生
４９
１,００８ 火曜午前 栄生コミュニティセンター
比良
４７
６７０ 火曜午後 比良コミュニティセンター
浮野
４７
８７７ 水曜午前 浮野コミュニティセンター
城西
４７
１,０３４ 水曜午後 城西コミュニティセンター
江西
４７
８２０ 木曜午前 江西コミュニティセンター
山田
４７
９４８ 木曜午後 山田コミュニティセンター
合計
３７８
６，９６６
(2)寝具クリーニングサービス事業
ひとり暮らし高齢者等対象

１～３月実施３２４件

(3)家具転倒防止金具取付サービス事業
ひとり暮らし高齢者等対象
(4)敬老事業推進助成
・学区敬老事業助成
・高齢者慰問

８～３月までの実施２４件

19 学区
9 月 かぞえ９９歳以上、７８名へ祝品贈呈

６．障がい児・者福祉事業
・西区身体障害者福祉協会登山大会助成
・市障害者スポーツ大会選手派遣費用助成
・肢体不自由児・者父母の会集団野外一泊研修助成
・手をつなぐ育成会バスレクリエーション事業助成
・手をつなぐ育成会野外活動事業助成
・手をつなぐ育成会成人を祝う会助成
・手をつなぐ育成会卒業生を励ます会助成
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・手をつなぐ育成会クリスマス会助成
・円頓寺七夕まつり障害児・者招待行事への協力
７．低所得者世帯福祉事業
(1)生活福祉資金貸付 (愛知県社協との受託事務)
資金種類
相 談
福祉資金等
１６７
総合支援資金
１５１
緊急小口資金
２４０
長期生活支援資金
３０
臨時特例つなぎ資金
０

新規決定
７
５
８
０
０

(2)被保護・低所得世帯等への支援
・住所不定者等応急一時援護

年間

８．福祉風土づくり推進
(1)世代間交流事業助成
・地域ふれあい事業助成 (区内幼稚園・保育園)
・西区ジョギング大会

２６５件

９園１４事業

(2)その他の福祉関係団体が行う福祉事業への支援
・西区民生委員・児童委員大会助成
・民生委員児童委員連盟西区支部会長研修事業助成
・女性芸能まつり助成
・地域女性活動促進事業・男女平等参画推進事業助成
・保護司会「社会を明るくする運動」助成
・遺族会役員研修会助成
・明るい選挙・福祉推進のつどい助成

９．社会福祉の啓発 (区内福祉情報の収集と提供・第２次計画№１０)
(1)広報誌「ふくし西」
３回発行 (６・１０・２月 各６，８００部)
(2)区社協ホームページの運営
年間

10

(件)
貸付中
６
５
６
０
０

１０．賛助会費還元事業
・車いす仕様車貸出事業
・車いす貸出事業
・老人クラブ社会奉仕活動、ニュースポーツ活動支援
・「西区福祉ふれあい′１１」 (※第３１回西区おまつり広場)

１件
延べ５３件
１０月２３日(日)

１１．共同募金運動、歳末たすけあい募金運動への協力
愛知県共同募金会名古屋市西区支会(名古屋市西区共同募金委員会)の事務局とし
て、共同募金運動を推進しました。
《 参 考 》
１２．名古屋市西区南部いきいき支援センター事業

(市社協事業への協力)

(１)総合相談支援・権利擁護
・高齢者虐待、権利擁護、消費者被害相談、
実数３２件 延べ６１件
健康・福祉・介護等相談
実数１，１１２件 延べ１，５１２件
(２)包括的・継続的ケアマネジメント支援
実数４８件 述べ２１９件
・困難ケース相談
・区域内の介護支援専門員への相談・援助等の支援
実数１０８件 述べ１８２件
・地域ネットワーク作り等
実数４９１件 述べ２，７３３件
(３)新予防給付ケアマネジメント
・要支援１・２の方の介護予防サービス計画作成件数
委託１，９１８件 直営４，１１０件
合計６，０２８件
(４)介護予防事業ケアマネジメント
・特定高齢者の介護予防ケアプラン作成件数
１１１件
(５)介護支援専門員等の支援
・「居宅介護支援事業者連絡会」 開催支援
居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員の交流及び支援を図るもの。
[連絡会・３回開催]
・「ほっとタイム」（介護支援専門員の勉強会）開催〔月 1 回開催〕
・「医療支援事業」〔月 1 回開催〕
西区医師会より医師の派遣をいただき事例検討会・医療知識の向上を図るもの。
（６）認知症高齢者を介護する家族支援事業
・「家族教室」〔年２回（１回６コマ） 延べ９４人参加〕
・「家族サロン」〔月１回 延べ１２３人参加〕
・「医師による専門相談」〔月１回 延べ 2４人参加〕
・認知症サポーター養成講座
学校、官公所、企業、一般住民等を対象に開催 ２６回実施 ５９５名受講
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（７）地域包括ケア推進会議・認知症専門部会の開催
地域の保健・医療・福祉サービスや地域福祉活動等に関係する団体にご参加をい
ただき、地域包括支援ネットワークを構築し高齢者の支援をすすめるための協議を
行うことを目的に開催。認知症に関する諸課題への対応について検討するための認
知症専門部会も開催。
また、認知症に関する正しい理解を推進するための取り組みも行うもの。
・「地域包括ケア推進会議」 年２回（７月・２月）開催
・「認知症専門部会」
年４回（５月・７月・１０月・２月）開催
認知症講演会 開催 来場者数約２９０名
も～やっこ福祉フェスティバル～みんなで支える認知症～開催 来場者数約１８０名
１３．名古屋市社会福祉協議会 西区介護保険事業所
適正な運営とサービス提供に努めました。
１．居宅介護支援事業
延べ利用件数

２，４９９件

２．なごやかヘルプ事業
延べ利用件数

２，１６４件
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